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◉埼玉デザイン協議会 30 周年記念会
◉ 2016 年 5 月総会・2017 年 2 月総会
◉埼玉デザイン協議会 30 周年記念史発行
◉ SADECO30 周年記念会・前夜祭
◉ SADECO30 周年記念「赤城乳業ガリガリ君工場見学」
◉平成 28 年度 SAITEC ものづくり開発支援研修
◉第 13 回埼玉北部地域技術交流会出展
◉アップサイクルプロジェクト

商品化デザイン「小島染織工業株式会社」

◉アップサイクルプロジェクトワークショップ
◉アップサイクルプロジェクト・商品販売とワークショップ『大人のいなほ祭り』
◉第 29 回サデコスクール「親子でつくる楽器教室」
◉さいたま市授産施設活動活性化セミナー
◉サデコショップ in 埼玉県高齢・障害者ワークフェア 2016
◉福祉プロジェクトレポート「てづくり厨ふぁくとりー」
◉サデコショップ「納涼祭り」「確定申告フェア」
◉

SADECO ジャーナル 40 号の制作と発行・HP のリニューアル作業
◉ SADECO & ONEDAY24 交流
◉

盆栽村見学会

SADECO 親睦会 in 星亀椅子工房
◉地区会報告
◉事務局から／入会／あとがき
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埼玉デザイン協議会は 30 周年という節目を迎えました
今後もこの竹のように幾つもの節目を迎えまっすぐ成長していきます
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30 周年記念会会場の様子

埼玉デザイン協議会 30 周年記念会開催
「埼玉デザイン協議会・30周年記念会」
が、2017年2月18日（土）午後２時から北浦

埼玉県立近代美術館講堂

福井 政弘

発のパワーに感心するばかり。講演会は大
成功。

和・埼玉県立近代美術館（２階講堂）にて開

午後５時から懇親会を開催。
（於：当館１

催されました。会場は、100名近い出席者で

階ペペロネ）司会進行は平山理事。講演者

埋まり権田理事の司会で始まりました。まず

の萩原史雄氏を囲んでのパーティーは、参加

長野代表理事の挨拶、続いて来賓の埼玉県

者60余名。まず、SAITEC影山氏（サデコ会

知事上田清司氏（代読）をはじめ、さいたま

員）の挨拶。続いて、さいたま市会議員添野

市長清水勇人氏（代読）、全国地域婦人団

ふみこ氏の挨拶と乾杯の音頭、そして明大

体連絡協議会会長柿沼トミ子氏からのご挨

OBマンデリンクラブ4人の方々による「ガリ

拶ならびに祝辞を頂きました。ご挨拶の中で

ガリ君」主題歌・「ポカスカジャン」で演奏が

「デザインと埼玉」
「デザインと福祉」につい

スタート。和気あいあいの中音楽を聴きなが

てサデコ活動の実績への感謝と励ましのお

らパーティーは盛り上がり、極めつけは福引

言葉を頂きました。

大会。思いがけない賞品の数々で会場は最

続いて「特別記念講演」に移りました。

高潮、素晴らしいパーティーになりました。

題して「埼玉発・ガリガリ君の秘話ヒストリ

午後７時にひとまずお開きとなり皆さんの

ア」。赤城乳業株式会社・営業本部マーケ

足は２次会へ。
「サデコ30周年記念会」は充

ティング 部長萩 原史 雄氏から、
「ガリガリ

実した1日となりました。

赤城乳業株式会社 萩原史雄氏

パーティの様子

君」の成長の軌跡と数々の成功と失敗談。素
人から始めたマーケティング活動、数多くの
経験談などスライドを駆使してリアリティー
豊かに語られ、参加者は「ガリガリ君」の世
界に取り込まれ「ガリガリ君」の魅力を再認
識すると同時に商品開発のユニークさと開

実施日：2017 年 2 月 18 日／実施場所：埼玉県立
近代美術館講堂・レストランペペロネ／来賓：埼玉
県知事上田清司氏（代読）・さいたま市長清水勇人
氏（代読）・全国地域婦人団体連絡協議会会長柿沼
トミ子氏／特別記念講演：
「埼玉発・ガリガリ君の秘
話ヒストリア」赤城乳業株式会社 営業本部マーケ
ティング部長 萩原史雄氏／参加者数：100 名
明大 OB マンデリンクラブの演奏
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和泉 賢二

2016 年 5 月総会・2017 年 2 月総会
■ 2016 年 5 月総会

5 月 28 日 ( 土 ) 開催

■ 2017 年 2 月総会

「2015 年度事業報告 / 収支決算報告 / 監査報告 / 社員移動状況報
告」の審議
会場：埼玉県産業技術総合センター７階研修室２
議長：平山 裕嗣
司会：権田 功
議事録作成人：竹田良雄 福井政弘
議事録署名人：染谷珠樹 川村涼馬
代表理事 長野繁敏の挨拶に続いて議事進行が行なわれた。
●第１号議案：2015 年度事業報告
業務執行理事竹田良雄に説明が求められ、議場に承認を求めた結
果、全会一致で承認された。
●第２号議案：2015 年度収支決算報告・監査報告
当期（決算）収入合計 /¥5,435,082
当期（決算）支出合計 /¥5,583,150
いずれも業務執行理事山岡和彦に説明が求められ、議場に承認を

求めた結果、全会一致で承認された。監事星野 勇に説明が求め
られ、議場に承認を求めた結果、全会一致で承認された。
●第３号議案：監査報告
監事星野 勇に説明が求められ、議場に承認を求めた結果、全会
一致で承認された。
●第４号議案：2015 年度社員移動状況報告
理事（事務局長）和泉賢二に説明が求められた。
2016 年 3 月 31 日現在正社員数 /65 名 賛助会員数 /5 社
それぞれ報告し、出席者全員が確認した。
その後、創立 30 周年記念シンボルマーク表彰で、江口理事 ( 欠席
のため代理人権田理事 ) に副賞の星亀椅子工房制作「アグライス /
グッドデザイン賞受賞作品」を授与、また 30 周年記念イベントの
これからの予定を和泉事務局長が報告した。そして林顧問も参加さ
れてのフリートークで、これからのサデコの在り方、地区会につい
ても活発な話し合いが行われた。

2 月 18 日 ( 土 ) 開催

「2017 年度事業計画案 / 収支決算案」の審議
会場：埼玉県立近代美術館２F 講堂
議長：村上 剛
司会：江口 勲
議事録作成人：千田正勝 権田 功
議事録署名人：三友邦昭 森田充則
●第 1 号議案：2017 年度事業計画案
業務執行理事竹田良雄に説明が求められ、定款上の事業について、
議場に承認を求めた結果、全会一致で承認された。
●第 2 号議案：2017 年度収支予算案
当期（予算）収入合計 / ￥6,300,700
当期（予算）支出合計 / ￥6,254,688
前期繰越金から / ￥1,976,807
いずれも業務執行理事山岡和彦に説明が求められ、事業に対応す
る予算について、議場に承認を求めた結果、全会一致で承認された。
総会終了後、同会場で「埼玉デザイン協議会 30 周年記念会」
「記
念講演・埼玉発ガリガリ君の秘話ヒストリア」を開催、引続き同会
場１階「ペペロネ」で「懇親会」を行った。

埼玉デザイン協議会 30 周年記念史 発行
2016 年 11 月 1日で埼玉デザイン協議会 (SADECO）が創立 30 周年を迎
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男女雇用機会均等法施行

埼京線が池袋から新宿まで延伸

SADECO設立

およびデザインの価値をわかりやすく紹介し、次世代に継承していくことをめ

SADECO 創立 30 周年記念「京都・金沢旅行」 2016

埼玉県立大学が開学

1999

14

ざして編集しています。資料編では、SADECO30 年の活動年表、組織の変
遷、SADECO 広報誌の全バックナンバー要約紹介などを掲載。SADECO の
DNA・文化を継承するために体系化されていなかった部分を整理し、アーカ

SADECOジャーナル 0 号発行

イブとして充実をはかっています。30 年史記念プロジェクトは UK2（Urawa、
Kawaguchi、Kasukabe）地区会で 2014 年から構想をスタートし資料の収
集発掘を含めて SADECO 各メンバーの協力を得ながら完成することができま
編集・企画：和泉賢二、山岡和彦／デザイン：川村涼馬 +川村映美
構想協力：田中薫、金田充昭／ A4・32P・1000部／発行：2016年 11月 1日

お問合せ

SADECO 事務局

した。SADECO40 年史・50 年史と発行できるよう SADECO の社会価値を
高めていきたいと思います。
（業務執行理事／山岡）

E-mail : info@sadeco1.com
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福井 政弘

SADECO 30 周年記念会・前夜祭
2017 年の 2 月 18 日に埼玉県立近代美
術館で予定されるイベント「埼玉デザイン協
議会・30 周年記念会」を前に、
「サデコ 30
周年 記 念 会・前 夜 祭 」が、2016 年 11 月
26 日（土）
、大宮の山下軒で 35 名という大
勢の参加者のもと開催されました。今回は、
新たに JAGDA（日本グラフィックデザイナー

滝脇氏あいさつ

ズ協会）埼玉地区会のメンバー６名（サデコ
会員でもある瀧脇氏含む）の方、その関係
者２名の方も参加されました。会は、サデコ
会員の懇親会と同時に JAGDA 会員との交
流会になりました。自己紹介をはじめ会話の
弾む中、林顧問のマジックショーで一段と盛
り上がり、２時間の前夜祭は大盛況のうちに
お開きになりました。

代表理事のあいさつ
実施日：2016年11月26日／実施場所：さいたま市山

ムッシュ林のマジック

下軒／参加者数：35名

SADECO 30 周年記念「赤城乳業ガリガリ君工場見学」
ガリガリ君見学会はサデコ 30 周年記念

帰りは見学者特権のお土産つき（ガリガリ

特別講演の依頼に伺ったとき、赤城乳業井

君巾着の中には特製クリアファイルと消しゴ

上創太社長の取り計らいで実現した見学会

ム）
会社のコンセプト
「あそびましょ」
が伝わっ

です。

てくる工場見学でした。

竹田 良雄

6 月 2 日、赤城乳業・本庄千本さくら『5 ｓ』
工場にて午前 10 時に集合、外壁は「ガリガ
リ君」が描かれた大きな看板があり、玄関
口にはガリガリ君オブジェでお出迎えしてい
ただき、ガイドさんと工場内へと進みました。

実施日：2016 年 6 月 2 日 / 実施場所：赤城乳業・
本庄千本さくら工場 / 事業実施者：長野繁敏、和泉
賢二、権田功、田端克雄、星野勇、岩井正子、竹
田良雄
「あそびましょ」が会社のコンセプト

エレベーターや至る所にガリガリ君が描かれ
て楽しさが倍増！！約 10 分ぐらいの会社説
明を受け、アイス製造工程の見学スタート。
日本の 10％のアイスを生産できるアイス工
場は日本一、24 時間体勢で 1 日に 250 万
本製造するそうです。工場の床はガリガリ君
のソーダをイメージしたガリガリブルー。製
造機械に「イチロー」、
「スザンヌ」など名前
をつけスタッフに愛着をもてるようにと工夫
しています。そのスタッフは見学者に絶えず
手を振り暖かく歓迎・・・嬉しくなります。
見学会後アイス試食コーナーのあるガリ
ガリ君広場でアイス食べ放題！！我々は 2 本
が限界、広場は願いをかなえてくれるガリガ
リ君大仏、遊びごころのクレーンゲーム、そ
してガリガリ君おみくじ（キラキラ、ノリノリ、
ソコソコ等、確か 9 種類あり？）等があり、
約 20 分間でしたがこどもはもちろん大人も
楽しめる広場でした。

ガリガリ君の試食
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地域活性化デザイン委員会レポート
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平山 裕嗣

平成 28 年度 SADECO・SAITEC 共催セミナー「ものづくりの基本構想から事業計画までの企画デザイン実践講座」
昨年に続き、参加企業の技術・開発案件
を具現化し試作開発資 金として補助金 や
助成金 獲 得を目指すセミナーを下記のス
ケジュールと内容で連続６回の講座をサイ
テックにて開催した。

和泉、金田）参加者：5名
●８月24日：販売促進（講師：姫野、平山）
参加者：5名
●９月７日：知財戦略（講師：峯、平山）
参加者：5名

本来、最低開催参加社数５社であったが
３社しか申し込みがなく、セミナー実施が危
ぶまれた。しかし、理事の皆様、およびサイ
テックの要望と講師陣の協力があり実施に
至る。今回の参加社の内、昨年参加した１社
が再受講し、本年参加した１社は来年度に

自社の技術・開発案件を具現化し試作開発資金獲得を目指す

ものづくりの基本構想から事業計画までの
企画デザイン実践講座 全社補助金獲得！
社補助金申請

平成27年度３

売れるモノづくりのためのマーケティング、デザイン開発等を学習、実践指導し、開発費の獲得 のた
めの各種補助金獲得を目指します。また、売上、利益確保ができる新商品や新事業の販売戦略 を学習

●９月21日：補助金活用術（講師：平山）
参会者：5名

し、開発商品のための営業活性化に貢献していきます。

【建設土木機械製造】

【知財開発、
特許取得商品の製造販売】

商品の企画開発から販売促進ま
での流れを勉強でき、
今後もよ
り広い視野での商品開発にチャ
レンジしていこうと思います。

実施日：2015年7月17日から9月30日まで６日間／実
施場所：SAITEC／事業実施者：地域活性化デザイン
委員会（平山裕嗣・姫野裕基・峯唯夫・山岡和彦）／
参加企業数：３社／参加者数：5名

開発商品のニーズ、
ターゲット、
コン
セプト、
マーケット等、
いろいろな視
点から改めて考えることができまし
た。
商品にどう付加価値をつければい
いか、
どこへアプローチしていくか。
また、
補助金申請のノウハウも学べて
非常に参考になりました。
川口市 (株)公電テクノ
知財開発部 佐藤部長

所沢市 (株)ライナックス
研究開発部 髙橋係長

受講料
会場

【精密金属加工業】
商品開発の経験がない私でも、
わかりやすく楽
しく受講できました。
強みを生かした商品開発
のノウハウが、
さまざまなワークを通じて身に
つけることが出来ました。
イベントの重要性も
理解でき、
社内イベントを立ち上げて成果も上
がっています。
また、
補助金申請の重要ポイン
トも理解でき、
目から鱗です。
機会があれば他
の社員にも参加させたいと思います。
さいたま市 (株)第一金属製作所
取締役 竹内営業部長

連続６講座
１社につき50,000円（2名まで参加可能）
最小参加社数５社
埼玉県産業技術総合センター（SAITEC)
川口市上青木3-12-18

同様のセミナーがあればぜひ参加したいと

主催

公益社団法人埼玉デザイン協議会（SADECO）
埼玉県産業技術総合センター（SAITEC)

参加申込書

の意向があった。

申込日

《講座内容》

所在地

●７月13日：事業構想（講師：姫野、平山）

参加者

平成 28 年

月

日

会社名

電

参加者：５名

（〒

）

話

FAX
氏名

所属

氏名

所属

FAX 048-265-1334

●７月27日：事業戦略（講師：姫野、平山）

役職
役職

埼玉県産業技術総合センター事業化支援室
製品開発支援担当（岡林・影山）行

講座チラシ

参加者：５名
●８月10日：商品戦略（講師：山岡、平山、

講座の様子

権田 功

地域活性化デザイン委員会レポート

第 13 回埼玉県北部地域技術交流会

第 13 回埼玉北部地域技術交流会が、平

デザイン人財育成支援、更にデザインを通

成 28 年 11 月 10 日 ( 木 ) ものつくり大学に

じた異業種ネットワーク作りへの支援等を

おいて開催されました。公益社団法人埼玉

行っています。 特に今 回の展示としては、

デザイン協議会（SADECO）は、支援機関

SADECO ３０周年記念会のＰＲを中心に、

の一つとして参加しました。埼玉北部地域

アップサイクルプロジェクト（埼玉県内中小

技術交流会とは、埼玉県北部地域にあるナ

企業から出る端材、廃棄材をより良い価値

ンバーワン、オンリーワン等の優秀な技術を

の製品に生まれ変わらせるプロジェクト）の

持つものづくり企業の振興と 発展を支援す

製品や作品集の展示・配布を行いました。

ることを目的に、企業の広報活動やビジネ
スマッチング、産学連携活動等が行える場
の提供として開催されています。今年は「イ
ノベーション、新たな展開を目指す企業が
集結」として、参加企業や大学、支援団体、

実施日：2016 年 11 月 10 日／実施場所：ものつく
り大学／事業実施者：地域活性化デザイン委員会（江
口勲・権田功）／出展社数：62 ブース／動員：500
人超／主催：埼玉北部地域技術交流会実行委員会・
埼玉県産業技術総合センター／共催：
（公財）埼玉
県産業振興公社

サデコブースにて

支援金融機関等の展示のほか、
１．講演会「富士通における IoT への取り組
みと最新技術〜中小企業における展開は〜」
（株式会社富士通研究所 ネットワークシステ
ム研究所 シニアディレクター 奥山敏氏）
２．事業化発表：企業と大学のコラボ事例
３．公開ディスカッション：中小企業のイノ
ベーション
が催されました。SADECO では、地場産
業の総合 的デザイン支 援や、中小企 業の
サデコブース

お問合せ

SADECO 事務局

E-mail : info@sadeco1.com

会場の様子
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江口 勲

アップサイクルプロジェクト 商品化デザイン・工場見学会『小島染織工業株式会社』
2014 年から始まった埼玉県内中小企業
から出る端材・廃棄材をデザインやアートで
より良い価値の製品に生まれ変わらせるプロ
ジェクトの工場見学会を 2016 年 11 月５日、
羽生市の小島染織工業株式会社にて開催し
ました。
創業明治 5 年、140 年余続く武州正藍染
や帆布のような厚手生地の製品染めを得意と
する「のこぎり屋根」が今も現役で活躍する
工場です。気候等により調整する職人の経験

藍染の基礎を学ぶ

が不可欠な染料作業や風合いと品質を保つ
ため 18 世紀初めに発明されたという「シャト
ル織機」が並ぶ工場内、小ロットから量産
まで対応できる生産体制に参加者の興味も
尽きない様子でした。無駄の少ない作業工

工場見学の様子

程の中から製品染めの染め始め等の一部や
藍染めの端などをご提供頂きました。新旧技
術の相まった工場から出た材料を商品化すべ
くデザインが始まっています。

実 施日：2016 年 11 月 5 日／実 施場所：小島染 織
工業株式会社／事業実施者：地域活性化デザイン委
員会／会員参加者：江口勲・菊地俊孝・権田功・星
野勇・田積正敏・川村映美・大塚恵理子／外部協力者：
6名

工場外観

地域活性化デザイン委員会レポート

アップサイクルプロジェクトこどもアートワークショップ

菊地 俊孝

公益社団法人埼玉デザイン協議会 創立 30 周年記念事業

アップサイクルプロジェクトこどもアートワークショップ「ファブリックボードをつくっちゃおう！」

完成作品

会場の様子

制作風景

アップサイクルプロジェクトの一環として小

どんどんカラフルになっていきました。悩み

島染織工業株式会社より提供を受けた布を

ながらも思ったことを形にしていく過程はと

アップサイクルプロジェクトでは、今後も

用いて、子供向けワークショップを実施しま

ても楽しく、子供達も夢中になって取り組ん

端材を利用したワークショップを継続的に実

した。端材の生まれる過程を知り、その端

でいました。最後には、自分の作品について

施し、子供達の創造力育成に努めていきます。

材が新たな作品に生まれ変わることを身を以

説明をしてもらったが、それぞれの世界観が

て体験しました。臨床美術士により作り方の

そのボードに反映され、その創造力にはとて

説明を聞いた後、参加した子供達は、最初

も驚きました。自分の考えが素直に表現でき

どのようなイメージで制作するか悩んでいた

ないと言われる昨今、このようなワークショッ

ようでしたが、作り始めると次から次へ新し

プにより、自分自身と向き合い、作品制作を

いイメージが生まれ、ファブリックボードが

通して周りの人たちとコミュニケーションをと

ることはとても意義深いと思いました。

実施日：2016 年 11 月 23 日／実施場所：埼玉県川
越市ウェスタ川越活動室Ⅰ／事業実施者：地域活性
化委員会（江口勲・守屋球子・権田功・星野勇・菊
地俊孝）／外部講師：金子宗子 横田亮子・赤坂由美・
北村京子／参加者数：52 名（こども 25 名・保護者
27 名）／廃棄材提供協賛企業：小島染織工業株式
会社／平成 28 年度埼玉県文化振興基金助成金事業
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江口 勲

アップサイクルプロジェクト
伊奈学園卒業生が企画・運営を行った埼
玉県立伊奈学園総合高等学校同窓会創立

商品販売とワークショップ『大人のいなほ祭り』

ン」
「ワークショップ」両事業とも今後の活
動に弾みがつくものとなりました。

30 周年記念式典等が開催された「大人のい
なほ祭り」にサデコ会員の大塚恵理子さん
のご紹介で SS・福祉デザイン委員会の授産
製品と共にアップサイクルプロジェクトでデ
ザイン・開発された商品を展示販売しました。

実施日：2016 年 10 月 2 日／実施場所：埼玉県県民
活動総合センター／事業実施者：地域活性化委員会／
会員参加者：江口勲・星野勇・竹田良雄・和泉賢二・
守屋球子・大塚恵利子／入場者 3000 人／ WS 参加者
35 名／外部協力者 1 名
サデコブース

併せて、端材・廃棄材の紙管と粘着シート
を使ったワークショップ「でっかい万華鏡を
つくろう！」も行いました。数多くのセレモ
ニーや音楽イベント、物販、飲食店、セミナー
等がひしめく中、オープンな場での初めての
USP 商品の販売でしたが、想像以上の手応
えがあり、ワークショップも準備したキット
が全て売り切れる好評さで、
「商品化デザイ

販売準備

青少年育成デザイン委員会レポート

第 29 回サデコスクール「親子でつくる楽器教室」

２０１６年８月２０日（土）・２１日（日）小
川町の埼玉伝統工芸会館にて、第２９回サ
デコスクール「親子でつくる楽器教室」が、
開催されました。このスクールは、親子を対

ワークショップ

葛谷 裕美

実施日：2016 年８月 20 日から 21 日／実施場所：
埼玉伝統工芸会館／事業実施者：青少年育成デザイ
ン委員会（葛谷裕美、大塚高由、千田正勝、才津純子、
三友邦昭、染谷珠樹、竹田良雄、星野 勇）／外部
協力者：８名／参加者数：11 名

象に身近な素材を使い、楽器づくりを楽し
みながら、親子の触れ合いと、ものづくり
の楽しさを同時に味わえる体験型教室です。

制作中

今年の参加者は、親子５組（子ども６名、保
護者５名）と、やや小規模でしたが、その分、
大作が多かったです。１日目は、音のしくみ
についてのお話を聞き、制作に入ります。ま
ずは、楽器の本体形状の完成を目指します。
２日目は、恒例のプロの演奏家によるミニ
コンサートからのスタートです。手作りのタ
イコを使った演奏の迫力に子どもたちはびっ

色ぬり

自作の楽器を使ったコンサート

くり。その後、色やデザインの基礎を学び、
親子で思い思いの装飾を施して作品を完成
させました。今年の作品は、アルペンホル
ンと紙筒タイコでした。スクールの最後は、
演奏会と作品発表会です。演奏家の方々の
指導のもと、自分の楽器を使い、みんなで
演奏会を行いました。２日間がんばって完成
させた自分の作品を発表する子どもたちの
表情は、とても楽しく誇らしげでした。
今年も子ども達に充実した活動を提供す
ることができました。

お問合せ

SADECO 事務局

集合写真

E-mail : info@sadeco1.com
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和泉 賢二

さいたま市授産施設活動活性化セミナー

11 月 12 日（土）さいたま市 障害者総合

歩〜アイデア手法とロードマップを学ぶ」
。ア

合プロデューサー竹田のお話のやりとりとパ

支援センター ( 会場・主催 ) で、
「授 産活動

イデア手法の講師は山岡氏、ロードマップの

ワーポイントを使ってデザインの経緯を詳細

活性化セミナー」と「授産支援アドバイザー

講師は平山氏。参加者は２つのテーブルに分

に報告しました。一部、二部を通して施設職

養成研修会報告会」を行いました (14:00 〜

かれ、アイデア手法のレッスンを行いました。

員と支援アドバイザーは課題や実績を共有す

16:30)。司会：和泉。

第二部「授産支援アドバイザー報告会」は、

ることで交流が深まったと思います。

参加者は、４施設、職員４名。アドバイザー

「春光園うえみず」広報用施設紹介パンフレッ

6 名 ( 内 SADECO：竹田、金田、岩井、中村 )。

トのデザイン指導の報告と「ほっとラウンジ」

第一部「授産活動活性化セミナー」は、ワー

新店舗のインテリアデザイン指導について、

クショップ形式で「理想の施設づくりの第一

ほっとラウンジ施設長の竹内高子さんと総

研修会会場の様子

SS・福祉デザイン委員会レポート

実施日：2016 年 11 月 12 日 / 実施場所：さいたま
市 障害者総合支援センター / 事業実施者：さいた
ま市 障害者総合支援センター、SS・福祉デザイン
委員会（平山裕嗣、山岡和彦、江口勲、和泉賢二、
竹田良雄、金田充昭、岩井正子、中村真之介）

竹田業務執行理事による講義

サデコショップ in 埼玉県高齢・障害者ワークフェア 2016

埼玉県産業労働部就業支援課から参加依

だきました（約 480 名）
。埼玉県高齢・障害

頼を受け、9 月 15 日（木）
、浦和パルコ 10

者ワークフェア表彰式後、上田知事にサデコ

階コミュニティセンターにて「サデコショップ

ショップの会場を視察いただきました。また

in 埼玉県高齢・障害者ワークフェア」を開催

テレ玉（テレビ埼玉）の取材を受け、これか

いたしました。

らのサデコの活動とサデコショプが県内に広

会場では●サデコショップ（28 施設の授
産製品販売）●アップサイクルプロジェクト
製品の展示会と販売●中小企業を対称に商
品開発相談会●サデコ広報等、約 6 時間の
イベントを行なう事ができました。
短い時間でしたが多くの方々にご来場いた

竹田 良雄

く認知されていくことと思っております。
実 施日：2016 年 9 月 15 日 / 実 施 場所：浦 和パル
コ 10 階コミュニティセンター / 事業実施者：SS・福
祉デザイン委員会（長野繁敏、和泉賢二、福井政弘、
江口勲、平山裕嗣、権田功、星野勇、葛谷裕美、赤
井克重、山岡和彦、菊地俊孝、竹田良雄、三友邦昭、
大塚恵利子、金田充昭、山口和子）ショップ担当（永
瀬孝子、永瀬京子）垂れ幕提供（株式会社デサン）

上田県知事の視察

授産製品の展示販売

アップサイクルプロジェクト作品の展示
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竹田 良雄

さいたま市授産施設支援アドバイス「てづくり厨ふぁくとりー」

さいたま市から要請を受けて、SADECO メ
ンバーが「社会福祉法人もくせい福祉会 てづ

t e d u ku

くり厨ふぁくとりーを訪問し 2016 年度は第 1
回〜第 3 回の支援を 4 月 19 日から 2017 年
2 月 21 日まで計 15 回行いました。
第 1 回支援内容は施設のイメージを決定づ

ri

ku r i y a

M60%+Y100%
R240 G131 B0 ♯f08300
PANTON 144 C
Y100%
R255 G241 B0 ♯ﬀf100
PANTON Process Yellow C
M30%+Y60%
R249 G194 B112 ♯f9c270
PANTON 1355 C
C60%+M80%+Y100%+K50%
R101 G57 B31 ♯65391f
PANTON 469 C

ける「てづくり厨」ロゴ＆シンボルマーク、ス
ローガン等の制作とてづくり厨のブランドを構

くりや

築するために、決定したシンボルマークやロゴ
タイプをマニュアル化して使用するように指導
しました。第 2 回支援内容はオーニング、幟、
看板等のデザイン提案と手作り弁当を美味し
そうに撮影する為のテクニック指導をしまし

くりや

た。第 3 回支援内容は宣伝媒体、パッケージ
等についてのデザイン提案を行い、施設指導

ロゴ提案

員がレイアウト変更できるように現印刷物を
Microsoft Word( ワード ) で見栄えよく整え、

t e d uk u

くりや

ますが、オフィス系ソフトでもできるデザイン
制作のテクニック指導をしました。
「てづくり厨」新ロゴ＆シンボルマークを使
用した宣伝物に関する媒体の統一展開をする
ことで、施設のイメージアップを図る事ができ、
また施設内の価値の共有による意識の向上、
または品質や生産性、就職希望者の増加など

ku ri y a

くりや

くりや

Phone.048-857-5388

ri

お弁当

t e d uk u

ku r i y a

お弁当

最終日はデザイン系ソフトとは違い限界があり

決定のぼり

ri

Phone.048-857-5388

弁当ポスター（After）

のぼり旗の提案

弁当ポスター (Before)

の効果が期待されます。
オーニングテントの施工は 2017 年 6 月以
降に延びそうですが、弁当屋さんであることが
認知されにくい現状は改善され、明るく一目で
お弁当屋さんであることが判るファサードとな
ることと思います。
今回、メンバーで多くのデザイン提案をして

お弁当

弁当メニュー表（After）

弁当メニュー表 (Before)

きましたが、入居者と指導員を含めたメンバー
どうしで最終案を決めて行く事の有意義性（多
数決）を感じることができました。
実施日：第 1 回 4 月 19 日〜 6 月 28 日。第 2 回 7 月
19 日〜 9 月 27 日。第 3 回 11 月 8 日から 2017 年
2 月 21 日、
各 5 回 / 実施場所：てづくり厨ふぁくとりー
/ 事業実施者：福祉プロジェクト（竹田良雄、中村真
之介、和泉賢二、金田充昭）／てづくり厨 ( くりや ) ふぁ
くとりー：河面英則理事長、斉藤光恵理事、小澤奈津
子（管理者）

打合せ風景、撮影指導風景

オーニングテント提案

オーニングテント提案

お問合せ

SADECO 事務局

E-mail : info@sadeco1.com

現状店舗前

10

SADECO JOURNAL 41

SS・福祉デザイン委員会レポート

赤井 克重

サデコショップ「納涼祭り」
「確定申告フェア」

ここ数年、来店者数が顕著に減少傾向に
あります。その中で集客を図り、売り上げを
あげなくてはなりません。そのためには販

実施日：2015 年 10 月13 日・10 月 27 日／実施場所：
SAITEC ／事業実施者：SS・福祉デザイン委員会（赤
井克重・竹田良雄）

売の仕方、販路拡大が課題になっています。
商品そのものに「力」を与えてきた自負はあ
ります。ただし、売れないのでは意味があ
りません。恒例のセールのほかに今年度は
新たな試みとして埼玉県のイベント等に SS
（サデコショップ）が出店して売上げに貢献
いたしました。今後もイベント等に参加して
SS を PR して授産製品の認知度を高めてい
きたいと思っております。
情報・文化・交流デザイン委員会レポート

福井 政弘

SADECO ジャーナル 40 号の制作と発行・HP のリニューアル作業
SADECO ジャーナル 40 号（2015 年度
版）の制作を行いました。サデコ 30 周年
記念のシンボルマークの決定を機に、プレイ
ベントとして「京都・金沢旅行」を実施。アッ
プサイクルプロジェクトの活動をはじめ他の
活動も活発で、編集作業も大変でした。編

として、最新情報欄、サデコ 30 周年記念
関連の報告をはじめ 10 数件のアップ作業。
ジャーナルファイルからサデコの活動がわか
るようにしました。活動予告のバナー制作も。
HP 作業を担当してくださった竹田執行理事
ご苦労様でした。

集企画及び制作を担当してくださった菊地理
URL:http://www.sadeco1.com ／事業実施者：

事ご苦労様でした。
また、SADECO HP リニューアル 作 業

情報・文化・交流デザイン委員会（竹田・福井・菊地）

地区会（UK2）事業活動レポート

川村涼馬

第 1 回 さいたま・つく〜る〈さいたまでつくるをまなぶワークショップ〉開催
「ワ
「つくる × 埼玉生活 × デザイン」の視点で、 ク反響も大きく、情報が拡散されました。
「次回も参加したい」という感
先進的・魅力的な埼玉づくりをリードすべく、 クワクした」
2017 年 3 月 24 日に、新イベント「さいた

想も頂き、年 4 回開催を目標に、次回に向

ま・つく〜る」を主催いたしました。共催の

けた準備が進んでいます。

JAGDA 埼玉地区様、ゲストの埼玉みやげラ
ボ様、協賛の株式会社大黒屋商店様、埼玉
県物産観光協会様ご協力のもと、一般県民
販促企画の立案体験する講座

を中心とした 36 名にご参加頂き、満員での
開催となりました。
今回は埼玉土産の活性化をテーマに「浦
和伊勢丹や蔦屋書店で開催中の埼玉デザイ
ン特集本を中心にした売り場づくりの視察」
「市場に出ている土産商品の試食と観察」
「販
促企画の立案を体験する講座」の 3 部構成
で、県民の皆様へデザインの必要性をアピー
ルしました。

売り場づくりの視察

マスコミ取材を受けたほか、フェイスブッ

実 施日：2017 年 3 月 24 日／実 施 場所：浦 和コ
ミュニティーセンター 第９集会室／事業実施者：
UK2：長野繁敏、和泉賢二、大塚恵利子、瀧脇大
典、川村涼馬／共催：JAGDA 埼玉地区／ゲスト：
埼玉みやげラボ 代表、齊藤哲也／協賛：株式会社
大黒屋商店、埼玉県物産観光協会アンテナショッ
プそぴあ／参加者数：36 名
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竹田 良雄

SADECO & ONEDAY24 交流
四年に一度開催されている世界盆栽大会が
2017 年 4 月にさいたま市で開催されるのを
まえに 2016 年 6 月 22 日

午後 2 時より異

業種交流 ONEDAY24 グループと SADECO
メンバーとで盆栽村見学会を行いました。
午後 2 時に東北本線の土呂駅から徒歩 10 分
の場所にある大宮盆栽会館前に集合して館内
を見学、吉田茂元首相や多くの著名人が所有
していた高価な盆栽や歴史等の貴重な話を聞
く事ができました。見学中、体操選手森末慎
二のビデオ撮影をしていたので、新人ボラン

盆栽村見学会

ティガイドは撮影が気になり、最後は慌てて
説明終了！！その後、蔓青園、清香園を見学、
最後は日本初の漫画に関する美術館「漫画会
館」にて館長より「北澤楽天」のルーツや暮
らしぶりを話していただきました。見学会終了
後、大宮駅に戻り懇親会をおこない、無事交
流会を終わる事ができました。
実施日：2016 年 6 月 22 日／実施場所：さいたま
市盆栽村／事業実施者：SADECO（和泉賢二、竹
田良雄）／外部協力者：ONEDAY24（10 名）

地区会情報

岩井 正子

SADECO 親睦会 in 星亀椅子工房
毎年恒例のサデコ懇親会、天候に恵まれた

になります。メンバーが持ち寄った手づくり料

4 月 30 日（土）
、星亀椅子工房（さいたま市

理に舌鼓しながらのリッチな昼餐会。赤井さ

見沼区）をお借りして 11 時〜 15 時半頃まで

んよりおしゃれなフランスパンのアレンジ（前

盛大に行いました。

日持参いただき当日不参加）
、炭火で焼いた

参加者はサデコ会員、知人達も含め総勢

鶏肉の朴葉焼き、築地より取寄せた魚を工房

29 名、サデコ入会予定の春日亀さんが初参

でさばいた新鮮な刺身盛り、唐揚げにコロッ

加。毎年、星野さんに花でテーブルセッティ

ケ、
いなり寿司等々、
盛りだくさんの料理がテー

ング、1 年ぶりに川上さんが音響＆映像機器

ブルに並び、楽しいひとときを集まっていただ

を持ち込み星亀シアターセッティング、音響＆

いた人たちと語らい、親交をさらに深めまし

映像機器等はそのままサデコに寄付をしてい

た。最後にムッシュ林の音頭によるサデコ締

ただきました。映像は
「ムッシュ林によるマジッ

めで会を楽しく終わることが出来ました。

クショー」・
「桐と暮らす」・
「サデコ、過去の活
動＆親睦会等」を上映。また、影山さんより
JAPAN ブランド ( 埼玉県 ) について話をして

実 施日：2016 年 4 月 30 日／実 施 場所：星亀椅
子工房／事業実施者：SADECO（和泉賢二、竹田
良雄、星野 勇）／参加者：29 名

いただきました。今後のサデコ活動が楽しみ
地区会情報

SADECO DO 岩井 正子・SADECO UK2 川村 涼馬

SADECO 地区会報告（SADECO DO・SADECO UK2）
SADECO DO

▶

2016 年 の 大 宮 Do は、 中心で動いてくださったメンバーの方々の尽力

30 周年に向けての打ち合わせがメインでし

の賜物と感謝しております。

た。
その中でも大きな動きだったのは、
「埼玉発・
ガリガリ君の秘話ヒストリア」と題して、赤城
乳業株式会社 営業本部マーケティング部長
萩原史雄氏による「ガリガリ君」成長の軌跡

2017 年 3 月、外部に向けた活動アピールを
目的に「第 1 回 さいたま・つく〜る〈さいたま

」を主催。
（SADECO DO 岩井） でつくるをまなぶワークショップ〉
SADECO UK2 ▶「SADECO 温故知新」

2015 年 11 月から1 年間、ほぼ毎月繰り返

総勢 35 名の参加者と県内各団体からの賛同
を得る。参加者の半数以上を一般県民が占め、

された編集会議を経て、30 年史が 2016 年

SADECO の取り組みや思想を社会に拡散し

講演会を実現させた事です。2016 年 6 月 2

9 月に校了。次なる活動として未来 30 年の在

た。一年を掛け、過去を見返し、未来へと繋ぐ、

日にはその第一歩として、赤城乳業・本庄千

り方を模索する会議を 10 月から毎月開催す

30 年の節目らしい活動となった。

本さくら『5 ｓ』工場にて午前 10 時〜約 1 時

る。時を同じくして JAGDA 埼玉地区代表幹

間、アイス製造工程の見学、ガリガリ君広場

事の瀧脇氏が SADECO 正会員に加わり、団

の見学を行いました。ブランディングデザイン

体間の交流が生まれる。会議では今後の大

の大事さや歴史を知り、大変有意義な見学会

きな課題「30 年後を担う世代の減少」に対

「活躍の場づくり」
「ソーシャルメディア活
となりました。その他は会場決め、役割分担、 し、
「業種年齢を超えた協力」が提案され、
費用など、詳細の打ち合わせがありました。 用」

お問合せ

SADECO 事務局

E-mail : info@sadeco1.com

（SADECO UK2 川村）
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新会員の紹介

事務局から

平成28年度新会員

瀧脇 大典

たきわき だいすけ
川口市
勤務先：HACTAC代表 職種：デザイナー

對馬 隆介

つしま りゅうすけ
上尾市
勤務先：日本電気株式会社 職種：チーフデザイナー

和泉 淳子

いずみ じゅんこ
さいたま市
勤務先：とらのをよが代表 職種：ヨガ指導

野田 吉行

のだ よしゆき
川口市
勤務先：野田工房代表 職種：デザイナー

中島 保久

なかじま やすひさ
東京都杉並区
勤務先：DOOGS DESIGN代表 職種：デザイン業

平成29年度新会員

森

恵

もりめぐみ
北足立郡伊奈町
勤務先：Mori Craft(モリクラフト)代表
職種：デザイン、IT業

平成28年度新賛助会員

公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA) 埼玉地区
さいたま市

林

倫子

代表幹事

はやし つねこ

瀧脇大典

東京都文京区

30周年記念イベントは、2016年3月の「京都・金沢旅行」から始
まり、11月にこれまでの軌跡をまとめた「SADECO30」を発行し、
2017 年2月に「記念会、講演会：埼玉発ガリガリ君の開発秘話ヒス
トリア」を開催、内外約100人が参加しての大盛況、大好評で、講演
会後の盛り上がった懇親会でフィナーレとなりました。皆さんの熱い
思いで、記念イベントは成功裡に終了しましたが、SADECO活動は止
みません。さらにその先へすでに、若い新会員を加え、ポスト30の活
動は始まっています。これからの30年を30年後に振り返った時に、
どのような軌跡が見えるのでしょうか？楽しみです。会員の皆さんの
「思考」×「行動」＝SADECOです。また「開かれた」と「多様性」は
永遠のキーワードです。これからも大いなる侃々諤々をよろしくお願
いします。
事務局長 和泉賢二

あとがき
今年は、サデコにとって、
「30周年記念」という節目の年。そして地
域活動が活発になった年。若いサデコ会員の活躍も目立ちました。ま
さにサデコリニューアル元年。2017年は若々しいサデコパワーの年に
なるぞ！と期待を膨らませて。編集にあたり誤字脱字等がありました
らご容赦を。集稿にご協力頂いた担当者の皆さんに感謝致します。
情報・文化・交流デザイン委員会

福井政弘

賛助会員

大野宜子税理士事務所
埼玉県上尾市井戸木 2-7-13

TEL.048-787-5885

お客様の笑顔が見たい！をモットーに日々仕事に取り組んでおります。決算申告業
務、記帳指導、自計化推進指導、新規開業、相続贈与の申告・相談、経営計画作成
等を、女性ならではの細やかな対応でお受けいたしております。

皆さんの幸せを彩る塾でありたい…

幸彩学習塾
埼玉県久喜市南栗橋 4-11-4 ラフィーネ 2-103 TEL&FAX 0480-52-3486
ブログ http://blog.goo.ne.jp/kousai̲g
ツイッター http://twitter.com/kousai̲g
LINE @vhq7427b

サデコショップを応援します

林 倫子
SADECO JOURNAL 41
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